
登壇者、事前登録者に向けたメールマガジンです。応用物理学会オフィシャルのメールアド
レスから配信される講演会情報内にテキスト形式でPRができます。

場所 サイズ 表示形式
配信料金 / 回

配信時期 配信
回数

想定
配信数 募集枠

出展者・賛助会員 一般

Plan A 全角38文字以内
x 3行

テキスト形式
（本文中）

100,000円 150,000円 2か月前
（登壇者のみ） 2 3,500 2

150,000円 200,000円 会期直前
（事前登録者全員） 2 5,500 2

Plan B 全角38文字以内
x 3行

テキスト形式
（トピックス内）

100,000円 150,000円 2か月前
（登壇者のみ） 2 3,500 2

150,000円 200,000円 会期直前
（事前登録者全員） 2 5,500 2

Plan C 全角38文字以内
x 10行 テキスト形式 150,000円 200,000円 会期直前

（事前登録者全員） 1 5,500 4

Plan D 全角38文字以内
x 30行 テキスト形式 200,000円 250,000円 自由

（事前登録者全員） 1 5,500 4

2020年 第67回応用物理学会春季学術講演会
WEB PR 募集要項~メールマガジン ~

メールマガジン広告料金まとめ

お問い合わせは（株）日刊工業コミュニケーションズ
応用物理担当（expo@nikkanad.co.jp）
TEL: 03-5614-3080 FAX: 03-5614-3011

申込締切日
2020年 2月21日（金） ※ プランによっては掲載できない場合がございます。

お早めにお申込みください。

mailto:expo@nikkanad.co.jp


▶ Plan A: 本文中2ヵ所にテキスト表示

▶ Plan B: トピックス部分2ヵ所にテキスト表示

▶ Plan D: 1社・団体単独で広告テキストメール配信

事前登録者に向けたメールマガジン

本文中段および下段にPR箇所を設け広告をテキスト掲載いたします。

本文トピックスに広告をテキストを掲載いたします。

自由に文書を作成し広告のみの情報をメール配信いたします。

SPECIAL_2 : 広告主が自由に配信日を設定

学術講演会事前登録者へのメールマガジン（計4回）

1） 登壇者に向けた番号通知（登壇者のみ）
2） 登壇者に向けた事前予約締切案内（登壇者のみ）
3） 予稿集DVD発送のお知らせ（事前登録者全員）
4） 詳細案内（事前登録者全員）

上記（計4回）オフィシャルメールマガジン内にてテキスト広告を実施

▶ Plan C: 展示会案内メール内でのテキスト表示
SPECIAL_1   : ランチョンセミナー、展示会出展者情報を配信（会期直前）

ランチョンセミナー・展示会、講演会情報に広告をテキスト掲載いたします。



2014年春季学術講演会参加者の皆様

2014年春季学術講演会（青山学院大）に関するご案内です．

1.会場は，青山学院大学相模原キャンパスです．
会場までのアクセスは以下のURLでご確認ください．
http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014s/jp/General-information_01.pdf
最寄駅はJR横浜線「淵野辺」駅です。

2.会場内には，来場者用の駐車場はありませんので，車では来場しないでください
（公共交通機関をご利用下さい）．また近隣への迷惑になりますので，路上駐車は

3.予稿PDF閲覧サービス(本サービスは事前予約者の方のみに行うサービスです)

4.スマートフォン会場ナビゲーションアプリ
会場ナビゲーションアプリを無償配布しております．

5.事前参加予約されている方へは，「公式ガイドブック引換券」付参加票，

6.事前参加予約をされていない場合は，Registrationにて当日受付をすませて
から入場してください．

-------トピックス-------
◇懇親会
2014年3月17日(月)19:00～21:00 小田急ホテルセンチュリー相模大野

◇ランチョンセミナー．
ランチョンセミナー参加者には先着順で昼食を無料でお配りいたします．
http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014s/jp/General-information_24.pdf

◇チュートリアル
http://www.jsap.or.jp/activities/annualmeetings/2014/2014s_tutorial.html

●講演会プログラムホームページ
https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2014s/top

●現地実行委員会ホームページ(食堂・アクセストサービス他)
https://t.co/JFoeA3bWAE

以上

連絡先：講演会担当（meeting@jsap.or.jp）

Plan A: 本文中2ヵ所にテキスト表示

＜PR＞****************************************************************
◇（株）日刊工業コムズ◇
●「ランチョンセミナー開催します！」（ 講演会2日目: E1会場）
★ 詳しくはこちらから→ http://www.nikkanad.co.jp/
****************************************************************＜PR＞

■イメージ
社名（団体名）＋本文＋URLで3行以内

原稿サイズ 全角38文字以内 x 3行

原稿種類 テキスト形式（URL可）

回数 1 （下記より選択）

配信時期 ● 7月上旬、中旬【登壇者のみ】
● 9月上旬・会期前【事前登録者】 のいずれか選択

募集枠 各2枠 / 通

料金
登壇者のみ 出展者・賛助会員 100,000円

一般 150,000円

事前登録者全員 出展者・賛助会員 150,000円
一般 200,000円

http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014s/jp/General-information_01.pdf
http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014s/jp/General-information_24.pdf
http://www.jsap.or.jp/activities/annualmeetings/2014/2014s_tutorial.html
https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2014s/top
https://t.co/JFoeA3bWAE
mailto:meeting@jsap.or.jp


Plan B: トピックス部分2ヵ所にテキスト表示

◇（株）日刊工業コミュニケーションズ【PR】
ランチョンセミナー開催します！（講演会2日目: E1会場）
★ 詳しくはこちらから→ http://www.nikkanad.co.jp

■イメージ
社名（団体名）【PR】＋本文＋URLで3行以内

2014年春季学術講演会参加者の皆様

2014年春季学術講演会（青山学院大）に関するご案内です．

1.会場は，青山学院大学相模原キャンパスです．
会場までのアクセスは以下のURLでご確認ください．
http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014s/jp/General-information_01.pdf
最寄駅はJR横浜線「淵野辺」駅です。

2.会場内には，来場者用の駐車場はありませんので，車では来場しないでください
（公共交通機関をご利用下さい）．また近隣への迷惑になりますので，路上駐車は

3.予稿PDF閲覧サービス(本サービスは事前予約者の方のみに行うサービスです)

4.スマートフォン会場ナビゲーションアプリ
会場ナビゲーションアプリを無償配布しております．

5.事前参加予約されている方へは，「公式ガイドブック引換券」付参加票，

6.事前参加予約をされていない場合は，Registrationにて当日受付をすませて
から入場してください．

-------トピックス-------
◇懇親会
2014年3月17日(月)19:00～21:00 小田急ホテルセンチュリー相模大野

◇ランチョンセミナー
ランチョンセミナー参加者には先着順で昼食を無料でお配りいたします．
http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014s/jp/General-information_24.pdf

◇チュートリアル
http://www.jsap.or.jp/activities/annualmeetings/2014/2014s_tutorial.html

●講演会プログラムホームページ
https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2014s/top

●現地実行委員会ホームページ(食堂・アクセストサービス他)
https://t.co/JFoeA3bWAE

以上

連絡先：講演会担当（meeting@jsap.or.jp）

原稿サイズ 全角38文字以内 x 3行

原稿種類 テキスト形式（URL可）

回数 1 （下記より選択）

配信時期 ● 7月上旬、中旬【登壇者のみ】
● 9月上旬・会期前【事前登録者】 のいずれか選択

募集枠 各2枠 / 通

料金
登壇者のみ 出展者・賛助会員 100,000円

一般 150,000円

事前登録者全員 出展者・賛助会員 150,000円
一般 200,000円

http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014s/jp/General-information_01.pdf
http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014s/jp/General-information_24.pdf
http://www.jsap.or.jp/activities/annualmeetings/2014/2014s_tutorial.html
https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2014s/top
https://t.co/JFoeA3bWAE
mailto:meeting@jsap.or.jp


Plan C 展示会の案内メール
原稿サイズ 全角38文字以内 x 10行

原稿種類 テキスト形式（URL可）

回数 1

配信時期 会期直前（時期未定）/ 事前登録者全員

募集枠 4枠（先着順）

料金 出展者・賛助会員150,000円 / 一般200,000円

20〇〇年学術講演会参加者の皆様

20〇〇年学術講演会展示会 JSAP EXPO （〇〇大学）
に関するご案内です

1.ランチョンセミナーのご案内

2.展示会出展者リスト など

以上

連絡先: 講演会担当（meeting@jsap.or.jp）

テキスト広告 （10行）

上下の案内文はフォーマット化（固定）

2014秋季講演会事前予約者の皆様
Dear all pre-registrants for the 75th JSAP Autumn Meeting 2014

2014年秋季学術講演会（北海道大学）にて開催されます各種イベントのご案内です。

1. ランチョンセミナー（9/17-19）のお知らせ
ランチョンセミナー参加者へは先着順で昼食を無料でお配りいたします！
Registrationにて当日8:00~11:00に参加整理券を配布しています。
詳細はこちらをご覧ください。
http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014a/jp/General-information_07.pdf

2. JSAP EXPO AUTUMN 2014（@P会場: 体育館）
EXPO AUTUMNとしましては過去2番目の出展数となりました。
研究に役立つ装置や新しい発見や見逃せないイベントが盛りだくさん！
出展者索引は以下よりお願いします。
https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2014a/exhibitorslist/ja

3．9月20日(土)、PB会場(第2体育館)にて先着100名様に
「札幌農学校クッキー」または「北大プティゴーフル」をプレゼント！

4．その他会場内イベント（@P会場: 体育館 ☆印はDVDにチケットが同封されております。お忘れなく！）
☆Drink BAR（出展者＆展示受付でもチケットを配布しています）
☆スタンプラリー＆抽選会
☆The 4th JSAP Photo Contest
Poster Award 展示
無線LANサービス
予稿集DVDプリントコーナー

JSAP EXPO Facebook : https://www.facebook.com/JSAPEXPO
JSAP EXPO Twitter : https://twitter.com/JSAP_EXPO

皆様のご来場心よりお待ちしております。

Springer Japan 株式会社【PR】-------------------------------------------------------------------------
Springerのブースでお待ちしております！PB（第2体育館）入口すぐ
＜特典＞ご来場の先着50名様にシュプリンガーオリジナルグッズを
プレゼント。合言葉は「応用物理学会からの案内を見た」です。
応用物理学分野の新刊書籍20%引き
展示タイトルはこちら www.springer.com/JSAP
Springer eBooks (2005～), Springer Book Archives (1840～2004)
SpringerMaterials無料トライアルによる利用事例募集
2014年限定キャンペーン（Springer eBooks & SpringerMaterials）
データベースアンケート（回答者にはAmazonギフト券を進呈）
シュプリンガー・ジャパン株式会社 www.springer.jp/
【PR】---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----講演会情報は以下からご覧いただけます-----
●講演会プログラムホームページ
https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2014a/top

●講演会プログラム(紙版)
http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014a/jp/General-information_10.pdf

●講演会大会ホームページ
http://meeting.jsap.or.jp/index.html

●学術講演会Twitter
https://twitter.com/JSAPmeeting

●応用物理学会Facebook
https://www.facebook.com/OYOBUTURI

以上

過去の配信メールマガジン

mailto:meeting@jsap.or.jp
http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014a/jp/General-information_07.pdf
https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2014a/exhibitorslist/ja
https://www.facebook.com/JSAPEXPO
https://twitter.com/JSAP_EXPO
http://www.springer.com/JSAP
http://www.springer.jp/
https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2014a/top
http://confit-fs.atlas.jp/customer/jsap2014a/jp/General-information_10.pdf
http://meeting.jsap.or.jp/index.html
https://twitter.com/JSAPmeeting
https://www.facebook.com/OYOBUTURI


Plan D （SPECIAL!!）
2014年春季学術講演会参加者の皆様

2014年春季学術講演会（青山学院大）に関するご案内です．

以上

連絡先：講演会担当（meeting@jsap.or.jp）

全角38文字 x 30行

自由にテキスト文書を作成可

原稿サイズ 全角38文字以内 x 30行

原稿種類 テキスト形式（URL可）

回数 1

配信時期 広告主様の希望日 / 事前登録者全員

募集枠 4枠

料金 出展者・賛助会員200,000円 / 一般250,000円

※ 事前に配信内容は学会にて確認をしていただきます。
学術講演会や機器紹介などからあまりにも逸脱した内容は配信しません。

上下の案内文はフォーマット化（固定）

20〇〇年学術講演会参加者の皆様

20〇〇年学術講演会（〇〇大学）に関するご案内です

ーー
ーー
ーー
ーー
ーー

以上

連絡先: 講演会担当（meeting@jsap.or.jp）

自由に文書作成可

mailto:meeting@jsap.or.jp
mailto:meeting@jsap.or.jp


※ ご記入いただいた個人情報は講演会にのみ使用させていただき、その他リストには掲載いたしません。

【メールマガジンに関するお問い合わせ、お申込み】
株式会社 日刊工業コミュニケーションズ Tel.03-5614-3080  Fax. 03-5614-3011
応用物理担当まで （expo@nikkanad.co.jp)

▼申込フォーマット

配信時期/ 対象
配信料金

出展者・賛助会員 一般

Plan A
（本文中）

□ 2か月前（登壇者のみ） □ 100,000円 □ 150,000円

□ 会期直前（事前登録者全員） □ 150,000円 □ 200,000円

Plan B
（トピックス）

□ 2か月前（登壇者のみ） □ 100,000円 □ 150,000円

□ 会期直前（事前登録者全員） □ 150,000円 □ 200,000円

Plan C
（展示会案内）

□ 会期直前（事前登録者全員） □ 150,000円 □ 200,000円

Plan D
（1社・団体単独）

□ 自由（事前登録者全員） □ 200,000円 □ 250,000円

合計金額 円

上記金額に消費税を加算してご請求申し上げます。

請求書締切日と支払日 締切日（毎月 日） 支払日（ 月 日）

2020年 第67回応用物理学会春季学術講演会
メールマガジン申込書

株式会社 日刊工業コムズ 行き

▼下記をご記入の上、”Mail or FAX” にてお戻しください。

⇒ FAX：03-5614-3011

会社名 / Company

責任者
Person in charge

部署名 / Department Name
㊞

住所/ Address
TEL :
FAX :  

担当者
Contact Person

部署名 / Department Name E-mail:

TEL:

Emergency Contact Number:
㊞

Website

□ 展示会に出展される場合は☑し、会社名のみご記入ください。

Nikkan Kogyo Communications, Inc.

Sophia University
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